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【届出の対象とした募集金額】 新株予約権証券

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第１回新株予約権）

０円（注３）

16,833円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第２回新株予約権）

０円（注３）

23,634円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第３回新株予約権）

０円（注３）

43,430円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第４回新株予約権）

０円（注３）

10,494円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第５回新株予約権）

０円（注３）

42,024円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第６回新株予約権）

０円（注３）

15,267円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第７回新株予約権）

０円（注３）

39,241円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第８回新株予約権）

０円（注３）

22,371円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第９回新株予約権）

０円（注３）

40,656円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第10回新株予約権）

０円（注３）

29,514円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第11回新株予約権）

０円（注３）

40,041円（注４）

（株式会社めぶきフィナンシャルグループ第12回新株予約権）

０円（注３）

33,294円（注４）

新株予約権付社債　　　　　　　　　　　　

３億米ドル（注５）

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
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【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
 

（注）１　本訂正届出書の対象となる新株予約権証券は、平成28年４月25日に開催された当社及び株式会社常陽銀行

（以下「常陽銀行」といいます。）の取締役会の決議（株式交換契約の作成）、当社においては平成28年６月

28日に開催の定時株主総会、常陽銀行においては平成28年６月28日に開催の定時株主総会の特別決議（株式交

換契約の承認）に基づき行う株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に際し、下記①から⑫までに掲げ

る常陽銀行が発行している新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、それぞれ、本株式交

換により当社が常陽銀行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）の常陽

銀行の新株予約権原簿に記載又は記録された当該新株予約権の総数と同数の、下記「第一部　証券情報　第１

募集要項　１新規発行新株予約権証券（２）新株予約権の内容等」①から⑫までに掲げる当社の新株予約権を

交付するものです。

①株式会社常陽銀行第１回新株予約権（平成21年８月24日発行）

②株式会社常陽銀行第３回新株予約権（平成22年７月21日発行）

③株式会社常陽銀行第５回新株予約権（平成23年７月20日発行）

④株式会社常陽銀行第６回新株予約権（平成23年７月20日発行）

⑤株式会社常陽銀行第７回新株予約権（平成24年７月19日発行）

⑥株式会社常陽銀行第８回新株予約権（平成24年７月19日発行）

⑦株式会社常陽銀行第９回新株予約権（平成25年７月18日発行）

⑧株式会社常陽銀行第10回新株予約権（平成25年７月18日発行）

⑨株式会社常陽銀行第11回新株予約権（平成26年７月18日発行）

⑩株式会社常陽銀行第12回新株予約権（平成26年７月18日発行）

⑪株式会社常陽銀行第13回新株予約権（平成27年７月17日発行）

⑫株式会社常陽銀行第14回新株予約権（平成27年７月17日発行）

２　本訂正届出書の対象となる新株予約権付社債は、本株式交換に際し、株式会社常陽銀行2019年満期ユーロ米

ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（平成26年４月24日発行）（以下「承継前新株予約権付社債」

といいます。）に付された新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権の代わりに、それぞれ、基準

時の常陽銀行の新株予約権原簿に記載又は記録された当該新株予約権の総数と同数の当該新株予約権者が有す

る当該新株予約権の合計と同数の下記「第一部　証券情報　第１募集要項　２新規発行新株予約権付社債（短

期社債を除く。）　（新株予約権付社債に関する事項）」に掲げる当社の新株予約権を交付するものです。な

お、当社は、本株式交換に際して、基準時において常陽銀行が発行している承継前新株予約権付社債について

の社債に係る債務のうち、基準時において未償還のもの全てを承継します。

３　新株予約権証券の発行価額の総額です。

４　新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

の合計額を加えた金額です。本訂正届出書提出日において未確定であるため、平成28年５月31日現在の未行使

の新株予約権数に基づいて記載しております。なお、本株式交換の効力発生日（以下「本効力発生日」といい

ます。）までに当該新株予約権の行使がなされること等により変動する可能性があります。

５　承継前新株予約権付社債についての社債に係る債務当初金３億米ドル及び代替新株予約権付社債券（承継前

新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券を

いう。以下同じ。）に係る社債の額面金額合計額を合計した額のうち、本株式交換の効力が生じる直前におい

て未償還の金額となります。本訂正届出書提出日において未確定であるため、平成28年５月31日現在の承継前

新株予約権付社債の残高を記載しております。なお、本効力発生日までに承継前新株予約権付社債の転換がな

されること等により変動する可能性があります。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出事由】

平成28年６月10日付で提出いたしました有価証券届出書及び平成28年６月29日付で提出いたしました有価証券届出

書の訂正届出書の記載事項のうち、平成28年８月８日付で当社及び常陽銀行の第１四半期に係る四半期報告書が提出

されたことに伴い、一部訂正すべき事項がありますので、これらに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂

正届出書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行新株予約権証券

第三部　企業情報

第１　企業の概況

３　事業の内容

第２　事業の状況

１　業績等の概要

４　事業等のリスク

５　経営上の重要な契約等

７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第５　経理の状況

第６　提出会社の株式事務の概要

第７　提出会社の参考情報

２　その他の参考情報

(3) 四半期報告書及び確認書

第四部　提出会社の保証会社等の情報

第１　保証会社情報

２　継続開示会社たる保証会社に関する事項

(1) 保証会社が提出した書類

②　四半期報告書又は半期報告書

第六部　組織再編成対象会社情報

第１　継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

(1) 組織再編成対象会社が提出した書類

②　四半期報告書又は半期報告書

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。（ただし、「第三部　企業情報　第５　経理の状況」については、訂

正箇所が多数に及ぶことから訂正後のみ記載し、下線を省略しております。）
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

発行数 304,998個（注１）（注２）
 

（注）１　本株式交換に際し、下記注２に掲げる常陽銀行が発行している新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株

予約権に代わり、それぞれ、基準時の常陽銀行の新株予約権原簿に記載又は記録された当該新株予約権の総数

と同数の、下記「第一部　証券情報　第１募集要項　１新規発行新株予約権証券（２）新株予約権の内容等」

①から⑫までに掲げる当社の新株予約権を交付するものです。なお、本株式交換に係る株式交換契約（以下

「本株式交換契約」といいます。）の内容については、後記「第二部　組織再編成（公開買付け）に関する情

報　第１　組織再編成（公開買付け）の概要３　組織再編成に係る契約」をご参照ください。

２　平成28年５月31日現在における株式会社常陽銀行第１回新株予約権、株式会社常陽銀行第３回新株予約権、

株式会社常陽銀行第５回新株予約権、株式会社常陽銀行第６回新株予約権、株式会社常陽銀行第７回新株予約

権、株式会社常陽銀行第８回新株予約権、株式会社常陽銀行第９回新株予約権、株式会社常陽銀行第10回新株

予約権、株式会社常陽銀行第11回新株予約権、株式会社常陽銀行第12回新株予約権、株式会社常陽銀行13回新

株予約権及び株式会社常陽銀行第14回新株予約権の数の合計を記載しております。もっとも、かかる新株予約

権の数は、それぞれの新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

 
(訂正後)

発行数 302,246個（注１）（注２）
 

（注）１　本株式交換に際し、下記注２に掲げる常陽銀行が発行している新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株

予約権に代わり、それぞれ、基準時の常陽銀行の新株予約権原簿に記載又は記録された当該新株予約権の総数

と同数の、下記「第一部　証券情報　第１募集要項　１新規発行新株予約権証券（２）新株予約権の内容等」

①から⑫までに掲げる当社の新株予約権を交付するものです。なお、本株式交換に係る株式交換契約（以下

「本株式交換契約」といいます。）の内容については、後記「第二部　組織再編成（公開買付け）に関する情

報　第１　組織再編成（公開買付け）の概要３　組織再編成に係る契約」をご参照ください。

２　平成28年７月31日現在における株式会社常陽銀行第１回新株予約権、株式会社常陽銀行第３回新株予約権、

株式会社常陽銀行第５回新株予約権、株式会社常陽銀行第６回新株予約権、株式会社常陽銀行第７回新株予約

権、株式会社常陽銀行第８回新株予約権、株式会社常陽銀行第９回新株予約権、株式会社常陽銀行第10回新株

予約権、株式会社常陽銀行第11回新株予約権、株式会社常陽銀行第12回新株予約権、株式会社常陽銀行13回新

株予約権及び株式会社常陽銀行第14回新株予約権の数の合計を記載しております。もっとも、かかる新株予約

権の数は、それぞれの新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
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(2) 【新株予約権の内容等】

 

④　株式会社めぶきフィナンシャルグループ第４回新株予約権の内容

(訂正前)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 10,494株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円（注３）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

10,494円（注４）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行
使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額
とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
①新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる
１円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
る増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本効力発生日から平成53年７月20日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求受付場所
　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
２．新株予約権の行使請求取次場所
　　該当事項なし
３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
　　株式会社常陽銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 本株式交換契約別紙８の10をご参照ください。

自己新株予約権の取得事由及び取得
の条件

本株式交換契約別紙８の13をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 本株式交換契約別紙８の12をご参照ください。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式交換契約別紙８の14をご参照ください。
 

（注）１　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。

２　平成28年５月31日現在の株式会社常陽銀行第６回新株予約権の個数(8,970個）につき、割当対象者毎の新株

予約権保有数に1.170を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。ただし、かかる新株予約権の目的

となる株式の数は、株式会社常陽銀行第６回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

３　本株式交換契約別紙８の８をご参照ください。

４　（注）２と同じ理由により変動する可能性があります。
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(訂正後)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 ０株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円（注３）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

０円（注４）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行
使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額
とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
①新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる
１円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
る増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本効力発生日から平成53年７月20日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求受付場所
　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
２．新株予約権の行使請求取次場所
　　該当事項なし
３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
　　株式会社常陽銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 本株式交換契約別紙８の10をご参照ください。

自己新株予約権の取得事由及び取得
の条件

本株式交換契約別紙８の13をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 本株式交換契約別紙８の12をご参照ください。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式交換契約別紙８の14をご参照ください。
 

（注）１　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。

２　平成28年７月31日現在の株式会社常陽銀行第６回新株予約権の個数(０個）につき、割当対象者毎の新株予約

権保有数に1.170を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。ただし、かかる新株予約権の目的とな

る株式の数は、株式会社常陽銀行第６回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

３　本株式交換契約別紙８の８をご参照ください。

４　（注）２と同じ理由により変動する可能性があります。
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⑥　株式会社めぶきフィナンシャルグループ第６回新株予約権の内容

(訂正前)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 15,267株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円（注３）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

15,267円（注４）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行
使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額
とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
①新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる
１円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
る増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本効力発生日から平成54年７月19日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求受付場所
　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
２．新株予約権の行使請求取次場所
　　該当事項なし
３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
　　株式会社常陽銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 本株式交換契約別紙12の10をご参照ください。

自己新株予約権の取得事由及び取得
の条件

本株式交換契約別紙12の13をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 本株式交換契約別紙12の12をご参照ください。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式交換契約別紙12の14をご参照ください。
 

（注）１　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。

２　平成28年５月31日現在の株式会社常陽銀行第８回新株予約権の個数(13,050個）につき、割当対象者毎の新株

予約権保有数に1.170を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。ただし、かかる新株予約権の目的

となる株式の数は、株式会社常陽銀行第８回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

３　本株式交換契約別紙12の８をご参照ください。

４　（注）２と同じ理由により変動する可能性があります。
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(訂正後)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 5,089株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円（注３）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

5,089円（注４）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行
使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額
とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
①新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる
１円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
る増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本効力発生日から平成54年７月19日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求受付場所
　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
２．新株予約権の行使請求取次場所
　　該当事項なし
３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
　　株式会社常陽銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 本株式交換契約別紙12の10をご参照ください。

自己新株予約権の取得事由及び取得
の条件

本株式交換契約別紙12の13をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 本株式交換契約別紙12の12をご参照ください。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式交換契約別紙12の14をご参照ください。
 

（注）１　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。

２　平成28年７月31日現在の株式会社常陽銀行第８回新株予約権の個数(4,350個）につき、割当対象者毎の新株

予約権保有数に1.170を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。ただし、かかる新株予約権の目的

となる株式の数は、株式会社常陽銀行第８回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

３　本株式交換契約別紙12の８をご参照ください。

４　（注）２と同じ理由により変動する可能性があります。
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⑧　株式会社めぶきフィナンシャルグループ第８回新株予約権の内容

(訂正前)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 22,371株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円（注３）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

22,371円（注４）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行
使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額
とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
①新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる
１円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
る増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本効力発生日から平成55年７月18日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求受付場所
　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
２．新株予約権の行使請求取次場所
　　該当事項なし
３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
　　株式会社常陽銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 本株式交換契約別紙16の10をご参照ください。

自己新株予約権の取得事由及び取得
の条件

本株式交換契約別紙16の13をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 本株式交換契約別紙16の12をご参照ください。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式交換契約別紙16の14をご参照ください。
 

（注）１　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。

２　平成28年５月31日現在の株式会社常陽銀行第10回新株予約権の個数(19,124個）につき、割当対象者毎の新株

予約権保有数に1.170を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。ただし、かかる新株予約権の目的

となる株式の数は、株式会社常陽銀行第10回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

３　本株式交換契約別紙16の８をご参照ください。

４　（注）２と同じ理由により変動する可能性があります。
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(訂正後)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 12,428株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円（注３）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

12,428円（注４）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行
使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額
とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
①新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる
１円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
る増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本効力発生日から平成55年７月18日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求受付場所
　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
２．新株予約権の行使請求取次場所
　　該当事項なし
３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
　　株式会社常陽銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 本株式交換契約別紙16の10をご参照ください。

自己新株予約権の取得事由及び取得
の条件

本株式交換契約別紙16の13をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 本株式交換契約別紙16の12をご参照ください。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式交換契約別紙16の14をご参照ください。
 

（注）１　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。

２　平成28年７月31日現在の株式会社常陽銀行第10回新株予約権の個数(10,624個）につき、割当対象者毎の新株

予約権保有数に1.170を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。ただし、かかる新株予約権の目的

となる株式の数は、株式会社常陽銀行第10回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

３　本株式交換契約別紙16の８をご参照ください。

４　（注）２と同じ理由により変動する可能性があります。
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⑩　株式会社めぶきフィナンシャルグループ第10回新株予約権の内容

(訂正前)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 29,514株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円（注３）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

29,514円（注４）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行
使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額
とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
①新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる
１円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
る増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本効力発生日から平成56年７月18日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求受付場所
　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
２．新株予約権の行使請求取次場所
　　該当事項なし
３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
　　株式会社常陽銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 本株式交換契約別紙20の10をご参照ください。

自己新株予約権の取得事由及び取得
の条件

本株式交換契約別紙20の13をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 本株式交換契約別紙20の12をご参照ください。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式交換契約別紙20の14をご参照ください。
 

（注）１　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。

２　平成28年５月31日現在の株式会社常陽銀行第12回新株予約権の個数(25,227個）につき、割当対象者毎の新株

予約権保有数に1.170を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。ただし、かかる新株予約権の目的

となる株式の数は、株式会社常陽銀行第12回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

３　本株式交換契約別紙20の８をご参照ください。

４　（注）２と同じ理由により変動する可能性があります。
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(訂正後)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 16,040株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円（注３）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

16,040円（注４）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行
使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額
とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
①新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる
１円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
る増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本効力発生日から平成56年７月18日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求受付場所
　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
２．新株予約権の行使請求取次場所
　　該当事項なし
３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
　　株式会社常陽銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 本株式交換契約別紙20の10をご参照ください。

自己新株予約権の取得事由及び取得
の条件

本株式交換契約別紙20の13をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 本株式交換契約別紙20の12をご参照ください。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式交換契約別紙20の14をご参照ください。
 

（注）１　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。

２　平成28年７月31日現在の株式会社常陽銀行第12回新株予約権の個数(13,710個）につき、割当対象者毎の新株

予約権保有数に1.170を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。ただし、かかる新株予約権の目的

となる株式の数は、株式会社常陽銀行第12回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

３　本株式交換契約別紙20の８をご参照ください。

４　（注）２と同じ理由により変動する可能性があります。

 

EDINET提出書類

株式会社足利ホールディングス(E30103)

訂正有価証券届出書（組織再編成）

13/33



 

⑫　株式会社めぶきフィナンシャルグループ第12回新株予約権の内容

(訂正前)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 33,294株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円（注３）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

33,294円（注４）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行
使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額
とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
①新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる
１円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
る増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本効力発生日から平成57年７月17日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求受付場所
　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
２．新株予約権の行使請求取次場所
　　該当事項なし
３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
　　株式会社常陽銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 本株式交換契約別紙24の10をご参照ください。

自己新株予約権の取得事由及び取得
の条件

本株式交換契約別紙24の13をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 本株式交換契約別紙24の12をご参照ください。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式交換契約別紙24の14をご参照ください。
 

（注）１　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。

２　平成28年５月31日現在の株式会社常陽銀行第14回新株予約権の個数(28,464個）につき、割当対象者毎の新株

予約権保有数に1.170を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。ただし、かかる新株予約権の目的

となる株式の数は、株式会社常陽銀行第14回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

３　本株式交換契約別紙24の８をご参照ください。

４　（注）２と同じ理由により変動する可能性があります。
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(訂正後)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 22,830株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円（注３）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

22,830円（注４）

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行
使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額
に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額
とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
①新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる
１円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
る増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本効力発生日から平成57年７月17日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求受付場所
　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
２．新株予約権の行使請求取次場所
　　該当事項なし
３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
　　株式会社常陽銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 本株式交換契約別紙24の10をご参照ください。

自己新株予約権の取得事由及び取得
の条件

本株式交換契約別紙24の13をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 本株式交換契約別紙24の12をご参照ください。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式交換契約別紙24の14をご参照ください。
 

（注）１　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。

２　平成28年７月31日現在の株式会社常陽銀行第14回新株予約権の個数(19,518個）につき、割当対象者毎の新株

予約権保有数に1.170を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。ただし、かかる新株予約権の目的

となる株式の数は、株式会社常陽銀行第14回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

３　本株式交換契約別紙24の８をご参照ください。

４　（注）２と同じ理由により変動する可能性があります。
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第三部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

３ 【事業の内容】

(訂正前)

中略

　

なお、常陽銀行の事業の内容につきましては、同社の有価証券報告書（平成28年６月29日提出）に記載のとおりで

す。

 

(訂正後)

中略

　

なお、常陽銀行の事業の内容につきましては、同社の有価証券報告書（平成28年６月29日提出）及び四半期報告書

（平成28年８月８日提出）に記載のとおりです。
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第２ 【事業の状況】

 

 
１ 【業績等の概要】

(訂正前)

中略

　

なお、常陽銀行の業績等の概要につきましては、同社の有価証券報告書（平成28年６月29日提出）に記載のとおり

です。

 
(訂正後)

中略

 
（当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

(1) 業績の状況

（経済環境）

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が高い水準を維持するなか、設備投資に持ち直し

の動きがみられたほか、雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復基調が続きました。栃木県経済におきま

しても、設備投資の底堅さや雇用環境の改善等を背景に、総じて緩やかな回復となりました。

金融情勢をみますと、10年物国債利回りはマイナス金利での推移が続きました。期初には対米ドルで1ドル111

円台だった為替相場は、1ドル103円台まで円高が進みました。株式相場は日経平均株価が1万7千円台を回復する

局面もありましたが、期末には1万5千円台となりました。

（経営成績）

このような金融経済環境のもと、当第１四半期連結累計期間における経常収益は、貸出金利息や有価証券利息

配当金の減少等により、前年同期比10億57百万円減少の276億47百万円となりました。

経常費用は、資金調達費用や営業経費の減少等により、前年同期比6億84百万円減少の177億23百万円となりま

した。

この結果、経常利益は前年同期比3億73百万円減少の99億23百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前

年同期比12億95百万円減少の64億11百万円となりました。

（財政状態）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比2,512億円増加の6兆3,573億円となり、負債は前

連結会計年度末比2,453億円増加の6兆483億円となりました。また、純資産は前連結会計年度末比58億円増加の

3,090億円となりました。

このうち、主要な科目につきましては、貸出金が、法人向け貸出や地方公共団体向け貸出の減少等により、前

連結会計年度末比680億円減少の4兆1,670億円となりました。有価証券は前連結会計年度末比42億円増加の1兆

3,010億円となりました。預金は、個人預金・法人預金ともに増加しましたが、季節的要因による公金預金の減

少から前連結会計年度末比206億円減少の5兆1,860億円となりました。譲渡性預金は前連結会計年度末比1,107億

円増加の2,856億円となりました。
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① 国内・国際業務部門別収支

当第１四半期連結累計期間の資金運用収支は、前第１四半期連結累計期間比15億88百万円減少し、181億22百

万円となりました。役務取引等収支は、前第１四半期連結累計期間比3億42百万円減少し、32億91百万円となり

ました。その他業務収支は、前第１四半期連結累計期間比1億20百万円減少し、6億74百万円となりました。　
　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 19,248 461 － 19,710

当第１四半期連結累計期間 17,675 446 － 18,122

うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 20,368 677 △47 20,998

当第１四半期連結累計期間 18,357 781 △23 19,115

うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 1,119 215 △47 1,287

当第１四半期連結累計期間 682 334 △23 993

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 3,618 15 － 3,634

当第１四半期連結累計期間 3,282 9 － 3,291

うち役務取引等
収益

前第１四半期連結累計期間 5,186 33 － 5,219

当第１四半期連結累計期間 4,905 32 － 4,938

うち役務取引等
費用

前第１四半期連結累計期間 1,567 17 － 1,585

当第１四半期連結累計期間 1,622 23 － 1,646

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 706 88 － 794

当第１四半期連結累計期間 527 146 － 674

うちその他業務
収益

前第１四半期連結累計期間 738 88 － 826

当第１四半期連結累計期間 835 146 － 982

うちその他業務
費用

前第１四半期連結累計期間 32 － － 32

当第１四半期連結累計期間 307 － － 307
 

(注) １．「国内」「海外」の区分に替えて、「国内業務部門」「国際業務部門」で区分しております。

国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社及び連結子会社の外貨建取引であり

ます。ただし、円建対非居住者取引及び特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２．相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借利息であります。
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② 国内・国際業務部門別役務取引の状況

当第１四半期連結累計期間の役務取引等収益合計は、前第１四半期連結累計期間比2億81百万円減少し、49億

38百万円となりました。役務取引等費用合計は前第１四半期連結累計期間比60百万円増加し、16億46百万円とな

りました。なお、国内業務部門が役務取引等収支の太宗を占めております。　
　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 5,186 33 － 5,219

当第１四半期連結累計期間 4,905 32 － 4,938

うち預金・貸出
業務

前第１四半期連結累計期間 1,229 － － 1,229

当第１四半期連結累計期間 1,298 － － 1,298

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 1,199 32 － 1,232

当第１四半期連結累計期間 1,204 31 － 1,235

うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 1,406 － － 1,406

当第１四半期連結累計期間 893 － － 893

うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 640 － － 640

当第１四半期連結累計期間 853 － － 853

うち保護預り・
貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 49 － － 49

当第１四半期連結累計期間 47 － － 47

うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 31 － － 31

当第１四半期連結累計期間 36 － － 36

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 1,567 17 － 1,585

当第１四半期連結累計期間 1,622 23 － 1,646

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 214 3 － 217

当第１四半期連結累計期間 216 4 － 220
 

(注) 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社及び連結子会社の外貨建取引でありま

す。ただし、円建対非居住者取引及び特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

　

③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)
　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 5,080,681 15,420 － 5,096,101

当第１四半期連結会計期間 5,166,539 19,512 － 5,186,052

うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 3,199,870 8,942 － 3,208,812

当第１四半期連結会計期間 3,322,184 10,180 － 3,332,364

うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 1,814,552 6,477 － 1,821,030

当第１四半期連結会計期間 1,796,695 9,331 － 1,806,027

うちその他
前第１四半期連結会計期間 66,258 － － 66,258

当第１四半期連結会計期間 47,659 － － 47,659

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 276,518 － － 276,518

当第１四半期連結会計期間 285,651 － － 285,651

総合計
前第１四半期連結会計期間 5,357,200 15,420 － 5,372,620

当第１四半期連結会計期間 5,452,191 19,512 － 5,471,703
 

(注) １．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社及び連結子会社の外貨建取引であり

ます。ただし、円建対非居住者取引及び特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
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④ 国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
　

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内(除く特別国際金融取引勘定分) 4,101,113 100.00 4,167,096 100.00

製造業 504,510 12.30 491,133 11.79

農業，林業 9,992 0.24 11,225 0.27

漁業 544 0.01 497 0.01

鉱業，採石業，砂利採取業 5,760 0.14 5,342 0.13

建設業 131,515 3.21 133,644 3.21

電気・ガス・熱供給・水道業 40,337 0.98 42,683 1.02

情報通信業 40,368 0.98 19,192 0.46

運輸業，郵便業 101,815 2.48 102,761 2.47

卸売業，小売業 388,763 9.48 385,883 9.26

金融業，保険業 153,639 3.75 145,096 3.48

不動産業，物品賃貸業 388,829 9.48 490,016 11.76

その他サービス業 354,149 8.64 300,730 7.22

国・地方公共団体 486,995 11.88 455,120 10.91

その他 1,493,885 36.43 1,583,761 38.01

特別国際金融取引勘定分 － － － －

政府等 － － － －

金融機関 － － － －

その他 － － － －

合計 4,101,113 ―― 4,167,096 ――
 

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題、研究開発活動

当第１四半期連結累計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

研究開発活動について、該当事項はありません。

 

なお、常陽銀行の業績等の概要につきましては、同社の有価証券報告書（平成28年６月29日提出）及び四半期報告

書（平成28年８月８日提出）に記載のとおりです。
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４ 【事業等のリスク】

(訂正前)

省略

 
なお、常陽銀行の事業等のリスクにつきましては、同社の有価証券報告書（平成28年６月29日提出）に記載のとお

りです。

　

(訂正後)

省略

 
なお、常陽銀行の事業等のリスクにつきましては、同社の有価証券報告書（平成28年６月29日提出）及び四半期報

告書（平成28年８月８日提出）に記載のとおりです。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

(訂正前)

省略

 
なお、常陽銀行の経営上の重要な契約につきましては、同社の有価証券報告書（平成28年６月29日提出）に記載の

とおりです。

 
(訂正後)

省略

 
なお、常陽銀行の経営上の重要な契約につきましては、同社の有価証券報告書（平成28年６月29日提出）及び四半

期報告書（平成28年８月８日提出）に記載のとおりです。

 
７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(訂正前)

省略

 
なお、常陽銀行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、同社の有価証券報告

書（平成28年６月29日提出）に記載のとおりです。

 

(訂正後)

省略

 
なお、常陽銀行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、同社の有価証券報告

書（平成28年６月29日提出）及び四半期報告書（平成28年８月８日提出）に記載のとおりです。
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第５ 【経理の状況】

 

１  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基

づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省

令第10号)に準拠しております。

　

２　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭

和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

　

３　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。

　

４  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(自平成27年４月１日　至平成28年３月

31日)の連結財務諸表及び事業年度(自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)の財務諸表について、有限責任監査法

人トーマツの監査証明を受けております。

　

５　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(自平成28年４月１日　至

平成28年６月30日)及び第１四半期連結累計期間(自平成28年４月１日　至平成28年６月30日)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。

　

６  当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、会計基準等の内容を適切に把握し、又

は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構

への加入や監査法人等の行う研修に参加しております。

　

７　常陽銀行の経理の状況につきましては、同社の有価証券報告書(平成28年６月29日提出)及び四半期報告書(平成28

年８月８日提出)に記載のとおりです。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

中略

【四半期連結貸借対照表】

          (単位：百万円)

          
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部  

 現金預け金 745,583

 コールローン及び買入手形 7,176

 買入金銭債権 7,157

 商品有価証券 3,152

 有価証券
※2  1,301,001

 貸出金
※1  4,167,096

 外国為替 6,287

 リース債権及びリース投資資産 164

 その他資産 32,955

 有形固定資産 24,766

 無形固定資産 76,918

 退職給付に係る資産 11,005

 繰延税金資産 587

 支払承諾見返 12,785

 貸倒引当金 △39,304

 資産の部合計 6,357,335

負債の部  

 預金 5,186,052

 譲渡性預金 285,651

 コールマネー及び売渡手形 55,145

 債券貸借取引受入担保金 168,123

 借用金 293,924

 外国為替 210

 その他負債 39,782

 役員賞与引当金 －

 役員退職慰労引当金 －

 睡眠預金払戻損失引当金 830

 偶発損失引当金 509

 ポイント引当金 120

 繰延税金負債 5,196

 支払承諾 12,785

 負債の部合計 6,048,332

純資産の部  

 資本金 117,495

 資本剰余金 29,025

 利益剰余金 120,063

 株主資本合計 266,584

 その他有価証券評価差額金 44,005

 繰延ヘッジ損益 △4

 退職給付に係る調整累計額 △1,581

 その他の包括利益累計額合計 42,418

 純資産の部合計 309,003

負債及び純資産の部合計 6,357,335
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

中略

 
【連結包括利益計算書】

中略

 
【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

          (単位：百万円)

          当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

経常収益 27,647

 資金運用収益 19,115

  （うち貸出金利息） 13,441

  （うち有価証券利息配当金） 5,536

 役務取引等収益 4,938

 その他業務収益 982

 その他経常収益
※1  2,611

経常費用 17,723

 資金調達費用 993

  （うち預金利息） 325

 役務取引等費用 1,646

 その他業務費用 307

 営業経費 13,914

 その他経常費用
※2  861

経常利益 9,923

特別損失 11

 固定資産処分損 11

 固定資産圧縮損 －

税金等調整前四半期純利益 9,912

法人税、住民税及び事業税 1,763

法人税等調整額 1,736

法人税等合計 3,500

四半期純利益 6,411

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,411
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

          (単位：百万円)

          当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 6,411

その他の包括利益 △571

 その他有価証券評価差額金 △4,521

 繰延ヘッジ損益 3,946

 退職給付に係る調整額 4

四半期包括利益 5,840

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,840

 非支配株主に係る四半期包括利益 －
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【注記事項】

省略

【注記事項】

(会計方針の変更)

(「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。以下、

「回収可能性適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する

会計処理の方法の一部を見直しております。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項（4）に定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項（3）①から③に該当する定めを適

用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との

差額を、当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金及びその他の包括利益累計額に加算しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金負債が1,557百万円減少し、利益剰余金が1,557

百万円増加しております。

　

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

銀行業を営む連結子会社の有形固定資産（リース資産除く）の減価償却方法は、従来、定率法を採用しておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より定額法へ変更しております。

当社は平成28年10月に株式会社常陽銀行との統合を予定しており、持株会社グループ内での会計処理方法の統一の

検討を契機として、銀行業を営む連結子会社の有形固定資産の使用方法を検討しました。

その結果、銀行業を営む連結子会社の営業店舗及び事務機器等は長期安定的に使用され、その経済的便益の消費

パターンは存続期間を通じて概ね一定であるため、使用実態に合わせて減価償却方法を定額法へ変更することが、

経営の実態をより適切に反映するものと判断いたしました。

この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四

半期純利益はそれぞれ149百万円増加しております。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

　

(追加情報)

(役員退職慰労金制度の廃止)

当社及び銀行業を営む連結子会社は、平成28年５月27日開催の報酬委員会において、平成28年６月28日開催の定

時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止すること、および、役員退職慰労金の打ち切り支給を決議

いたしました。

同制度廃止に伴い「役員退職慰労引当金」を取り崩し、当第１四半期連結会計期間末現在の未払額127百万円を

「その他負債」に含めて計上しております。

　

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

破綻先債権額 1,880百万円

延滞債権額 70,446百万円

３ヵ月以上延滞債権額 ―百万円

貸出条件緩和債権額 18,615百万円

合計額 90,942百万円
 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

　

※２．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する保証債務の額は

次のとおりであります。

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

65,988百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
 
 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

貸倒引当金戻入益 1,026百万円

償却債権取立益 105百万円

株式等売却益 1,341百万円
 

 

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
 
 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

貸出金償却 299百万円

株式等売却損 417百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 
 
 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

減価償却費 689百万円

のれんの償却額 1,550百万円
 

 

(株主資本等関係)

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日　至 平成28年６月30日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月13日
取締役会

普通株式 1,499 4.50 平成28年３月31日 平成28年６月８日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

　３．株主資本の著しい変動

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高（百万円） 117,495 29,025 113,594 260,115

　会計方針の変更による累積的影
　響額

－ － 1,557 1,557

会計方針の変更を反映した当期首
残高

117,495 29,025 115,151 261,672

当第１四半期連結会計期間末まで
の変動額（累計）

    

　剰余金の配当 － － △1,499 △1,499

　親会社株主に帰属する四半期純
　利益（累計）

－ － 6,411 6,411

当第１四半期連結会計期間末まで
の変動額（累計）合計

－ － 4,912 4,912

当第１四半期連結会計期間末残高
（百万円）

117,495 29,025 120,063 266,584
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、銀行業務を中心とした総合的な金融サービスを提供しております。また、当社の取締役会やグ

ループ経営会議は、グループにおける経営資源の配分を決定し、業績を評価しております。なお、当社グループが

営む銀行業務以外の事業については重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。

 

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

 

(有価証券関係)

※１．企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるも

のは、次のとおりであります。

※２．四半期連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。

　

その他有価証券

当第１四半期連結会計期間(平成28年６月30日)

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 20,972 43,103 22,130

債券 642,027 670,211 28,183

国債 209,329 223,246 13,916

地方債 233,733 242,760 9,026

社債 198,963 204,204 5,240

その他 484,816 496,415 11,598

　うち外国債券 168,100 172,406 4,305

合計 1,147,816 1,209,729 61,912
 

(注) １．四半期連結貸借対照表計上額は、株式については当第１四半期連結会計期間末前１カ月の市場価格

の平均に基づいて算定された額により、また、それ以外については、当第１四半期連結会計期間末日

における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。

２．その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得

原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対

照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間(連結会

計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

前連結会計年度における減損処理額は、36百万円（うち、債券36百万円）であります。

当第１四半期連結累計期間における減損処理額は、3百万円（うち、株式3百万円）であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べ50％以上下落し

た銘柄は全て、30％以上50％未満下落したものは、個別に時価の回復可能性を判断し、回復の可能性

が合理的に説明できるもの以外の銘柄について減損処理するものとしております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、次のとおりであります。

  
当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

(1)１株当たり四半期純利益金額 円 19.24

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 6,411

普通株主に帰属しない金額 百万円 －

普通株式に係る親会社株主に
帰属する四半期純利益

百万円 6,411

普通株式の期中平均株式数 千株 333,250

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期
　 純利益金額

円 －

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益
調整額

百万円 －

普通株式増加数 千株 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり四半期純利益金額の
算定に含めなかった潜在株式で、前連
結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要

 －

 

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式を調整した計算により１株当たり四半

期純利益金額は減少しないので、記載しておりません。

 　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

(訂正前)

単元未満株式の買取り・買
増し  

　　取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取・買増手数料 無料
 

(注)１．平成28年６月29日付で、株主名簿管理人を次のとおり変更いたします。

株主名簿管理人　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

同事務取扱場所　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

２．当社は、単元未満株式を有する株主の権利について定款で下記のとおり定めております。

当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利　

 

(訂正後)

単元未満株式の買取り・買
増し  

　　取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取・買増手数料 無料
 

(注)　当社は、単元未満株式を有する株主の権利について定款で下記のとおり定めております。

当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利　
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

２ 【その他の参考情報】

 

(3) 四半期報告書及び確認書

(訂正前)

第８期第１四半期（自 平成27年４月１日　至 平成27年６月30日）平成27年８月10日 関東財務局長に提出。

第８期第２四半期（自 平成27年７月１日　至 平成27年９月30日）平成27年11月17日 関東財務局長に提出。

第８期第３四半期（自 平成27年10月１日　至 平成27年12月31日）平成28年２月10日 関東財務局長に提出。

 
(訂正後)

第８期第１四半期（自 平成27年４月１日　至 平成27年６月30日）平成27年８月10日 関東財務局長に提出。

第８期第２四半期（自 平成27年７月１日　至 平成27年９月30日）平成27年11月17日 関東財務局長に提出。

第８期第３四半期（自 平成27年10月１日　至 平成27年12月31日）平成28年２月10日 関東財務局長に提出。

第９期第１四半期（自 平成28年４月１日　至 平成28年６月30日）平成28年８月８日 関東財務局長に提出。
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第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

第１ 【保証会社情報】

 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

（１）【保証会社が提出した書類】

②【四半期報告書又は半期報告書】

(訂正前)

該当ありません。

 
(訂正後)

事業年度 第126期第１四半期（自平成28年４月１日　至平成28年６月30日） 平成28年８月８日関東財務局長に

提出

　

 
第六部 【組織再編成対象会社情報】

 

第１ 【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】

 

(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

② 【四半期報告書又は半期報告書】

(訂正前)

該当ありません。

 
(訂正後)

事業年度 第126期第１四半期（自平成28年４月１日　至平成28年６月30日） 平成28年８月８日関東財務局長に

提出
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成２８年８月３日

株式会社　足利ホールディングス

　　取　　締　　役　　会 　御　中

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員　　
 公認会計士   木　　村   充　　男   ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員　　
 公認会計士   山   口   圭   介   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員　　
 公認会計士   松   浦   竜   人   ㊞

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社足利

ホールディングスの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成28年４

月１日から平成28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30日まで)に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社足利ホールディングス及び連結子会社の平成28年６月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社足利ホールディングス(E30103)

訂正有価証券届出書（組織再編成）

33/33


	表紙
	本文
	１有価証券届出書の訂正届出書の提出事由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	第一部証券情報
	第１募集要項


	１新規発行新株予約権証券
	(1)募集の条件
	(2)新株予約権の内容等
	第三部企業情報
	第１企業の概況



	３事業の内容
	第２事業の状況

	１業績等の概要
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	７財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	第５経理の状況

	１連結財務諸表等
	(1)連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	四半期連結貸借対照表

	②連結損益計算書及び連結包括利益計算書
	連結損益計算書
	連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	注記事項
	セグメント情報
	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報




	２その他の参考情報
	第四部提出会社の保証会社等の情報
	第１保証会社情報


	２継続開示会社たる保証会社に関する事項
	（１）保証会社が提出した書類
	②四半期報告書又は半期報告書
	第六部組織再編成対象会社情報
	第１継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項



	(1)組織再編成対象会社が提出した書類
	②四半期報告書又は半期報告書


	監査報告書

